
2 0 2 0　   I N T E R I M  B U S I N E S S  R E P O R T

証券コード：1417

中間のご報告
2020年4月1日 ▲  2020年9月30日

第11期 ミライトレポート

こちらから
「会社案内動画」が
ご視聴いただけます！

おかげさまで創立10周年を迎えました

010_9916901602012.indd   2 2020/11/12   20:59:38



株主の皆様へ

１．情報通信を核とし、常に新しい価値を創造する「総合エン
ジニアリング＆サービス会社」として、お客様から最高の
満足と信頼を得られる日本のリーディングカンパニーを
目指します。

２．安全と品質を大切に、最高のサービスを提供することに
よって豊かで快適な社会の実現に寄与します。

３．企業の社会的責任を果たし、常に人間を尊重する企業と
して、人や社会と共存共栄する企業であり続けます。

経営の基本理念

メッセージ

株主の皆様へのメッセージをお願いします。Q
　ミライトグループは未来の社会インフラを「創り、
守る」使命をしっかりと果たしつつ、新しい時代を切
り拓いていくためIoT/5G、エネルギーマネジメン
ト、スマートシティそしてグローバルなど新たな事
業分野へ果敢にチャレンジしていきます。
　新型コロナウイルス感染症の収束時期が見通せ
ない状況のなかではありますが、「withコロナ」の 
新たな働き方も積極的に活用しながら、元気で活き
活きした企業グループづくりを目指します。

　株主の皆様におかれましては、引き続き一層のご
支援を賜りますようお願い申し上げます。

新たな働き方も積極的に活用 しながら、
活き活きした企業グループづくり を目指してまいります。

ごあいさつ
　株主の皆様におかれましては、日頃より当社グループ事
業へのご理解とご支援を賜り、誠にありがとうございます。
　ミライト・ホールディングスは、2010年10月の発足以来、お
かげさまで創立10周年を迎えました。
　「総合エンジニアリング＆サービス会社」として、さらなる
事業基盤の強化と企業価値の向上に努め、一層の飛躍
を目指してまいります。
　以下に上半期の事業状況をご報告し、通期の見通し
についてご説明させていただきました。ご一読のほどよろし
くお願い申し上げます。

2020年11月

　　　　代表取締役社長　中山 俊樹

ョン事業における空調工事の増加、ICTソリューショ
ン事業におけるモバイル関連の工事部材やGIGA
スクール構想に伴う学校向けPC・サーバー等物販
の増加などにより売上高の拡大を図るとともに、業
務効率化の推進による利益率の維持・向上に努め
ました。
　以上の結果、上半期の業績につきましては、受注
高は2,291億5千7百万円（前年同四半期比2.9%
増）、売上高は1,917億8千8百万円（同4.8％増）、
営業利益は67億4千4百万円（同36.0％増）となり、
親会社株主に帰属する四半期純利益は、47億9千
9百万円（同43.2％増）となりました。

通期の見通しについてお聞かせください。Q
　通期業績につきましては、上半期の進捗状況や 
テレワーク・在宅勤務の浸透など通信設備増強に関
する需要の増加等を考慮した結果、当初計画を見直
し、受注高は4,500億円（前期比0.8％増）、売上高
4,450億円（同0.9％増）、営業利益230億円（同4.6％
増）、親会社株主に帰属する当期純利益160億円

（前期比5.1％増）を予想しております。

　新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に 
より、厳しい状況で推移するなか、活動自粛や工事
部材の納入遅れなどにより、一部工事の進捗が遅
れているほか、新規受注の獲得にも影響が生じて
おります。しかしながら、情報通信エンジニアリング
事業においては、中長期的には、第5世代移動通信
システム（５Ｇ）によるサービス拡大に加え、withコ
ロナ時代の「新しい生活様式」のもと、オンライン授
業の拡大やテレワーク・在宅勤務の浸透等に伴う新
たなICTソリューションに対する期待が高まってお
ります。
　こうしたなか、当社グループは、「総合エンジニア
リング＆サービス会社」として人々の生活を支える
社会インフラを構築するため、通信事業各社をはじ
めとするお客様と連携し、新型コロナウイルス感染
症拡大防止策を講じながら事業活動を継続すると
ともに、当社グループ自身の働き方改革の進展と
事業運営の効率化にも取り組んでおります。
　上半期においては、NTT事業における設備運営
業務の増加、マルチキャリア事業における楽天モバ
イル向け工事の増加に加え、環境・社会イノベーシ

上半期の取り組み・業績について教えてください。Q
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受注高　 （単位：億円） 売上高 （単位：億円） 営業利益 （単位：億円）

親会社株主に帰属する四半期純利益 （単位：億円） 純資産 （単位：億円） 総資産 （単位：億円）

連結財務ハイライト 事業区分別概況 
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ＮＴＴ事業

前年同期比 +26億円（4.0％）増

上半期売上高 683億円

光開通工事

　継続的な設備改善提案や設備運営業務の拡大等により、上半期
売上高は683億円（前年同期実績657億円）となりました。
　一方で、無線の基地局及び固定回線の工事・保守を複合的に実施
できるマルチ技術者の育成を行うなど、技術力・人材基盤の強化に
も取り組んでいます。

ＩＣＴソリューション事業

●クラウド・オフィスソリューション・
Wi-Fi・ソフト・放送波等

●情報通信システムの建設・保守

前年同期比 +58億円（11.2％）増

上半期売上高 577億円

　国内LAN・Wi-Fi工事の増加、学校向けPC・サーバー等物販の増
加などにより、上半期売上高は577億円（前年同期実績519億円）と
なりました。
　一方で、中長期的なグローバル事業拡大を目的として、中国上海
市を中心に通信タワー建設工事等を営むShanghai Changling 
Communication Equipment Co., Ltdの子会社化をいたしまし
た。

LAN配線工事（Lantrovision）電線地中化工事

環境・社会イノベーション事業

●環境・新エネルギー関連
●社会インフラ構築
●電気・空調設備の建設・保守

前年同期比 △7億円（2.6％）減

上半期売上高 258億円

　空調工事・上下水道工事の増加はあるものの、大型太陽光発電設
備工事の減少により、上半期売上高は258億円（前年同期実績265
億円）となりました。
　一方で、環境商材（EV充電器、蓄電池、自家消費型太陽光など）を
入れたスマートコミュニティ構築事業にも取り組んでいます。

●ＮＴＴグループの固定系通信設備
の建設・保守

マルチキャリア事業

前年同期比 +11億円（2.8％）増

上半期売上高 398億円

　楽天工事全国展開やCATV工事の増加により、上半期売上高は
398億円（前年同期実績387億円）となりました。
　一方で、ローカル5G無線エリア構築ソリューションの提供開始や、
新技術の実用化に向けた実証実験への参画など、技術力の強化に取
り組んでいます。

●全モバイルキャリアの通信設備の
建設・保守

●ＮCC向け固定通信設備、CATV
工事、グローバル等

携帯基地局建設工事
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トピックス

●	Ｗｉｔｈコロナ・Ａｆｔｅｒコロナ時代に向けて
　ミライトグループでは、2020年度上半期は、各事業部門においてコロナの影響を様々な形で受けましたが、通信インフラを「創
り、守る」という社会的使命に応えるため、自らの感染防止に最大限の注意を払うとともに、一早く新常態化における働き方改革に
も取り組んでおります。
　NTT事業におきましては、新技術・ITを活用して、各種管理業務を効率化し、Withコロナ・Afterコロナ時代に向けた働き方改
革への取り組みを行っており、2次元バーコードを利用した「朝礼管理」やスマホ活用による「器工具点検」をはじめ、「施工工程
自動入力」や「検査写真撮り忘れアラーム」、AI-OCRなどを活用した「日報自動管理」等効率化を推進しています。

●	社会課題の解決に貢献
	 〜OKI「AIエッジ・カンファレンス＆ソリューションコンテスト」にて第一位受賞〜
　㈱ミライトは、沖電気工業㈱（以下、OKI）主催の「AIエッジ・カンファレン
ス&ソリューションコンテスト」に参加し、第一位を受賞しました。
　本コンテストは、国内初のAIアプライアンスとしてOKIが発表したAIエッジコ
ンピュータを利用し、社会課題解決をはじめ、応募企業またはそのお客様の課
題を解決するもので、企業・大学等19団体が参加しました。
　広く社会問題となりつつあるカラスやイノシシといった害獣対策に着目した提案

「事業／居住地・人里周辺における害獣対策」は、「技術の応用範囲の広さ」「プ
レゼンのわかりやすさ」、害獣被害増大を背景とした「課題の切実さ」などが評
価されました。

第一位の表彰を受ける 野原社員

●	動くセンサー×業種＝∞の可能性を生み出す　〜ドローン事業への取り組み〜
　㈱ミライト・テクノロジーズは、2017年よりドローン事業に参入し、ドロー
ンを「動くセンサー」と捉え、今後のIoT分野において無限の可能性がある
分野として事業を拡大してきました 。
　運営するドローンスクールにおいて、約600名のパイロットの育成を図り、
全国の通信建設会社と連携することにより、高い技術力を保有するパイロッ
トを150名以上の体制で配置し、通信設備や建物の点検、農業、測量を実
施してきました。
　この度、㈱ミラテクドローンを2020年7月1日に設立し、他社との協業や
アライアンスを強化することで、3D自動航行、運行管理、リアルタイム中
継、高速画像転送、画像解析などの高度な機能を備えたサービスを提供し
ていきます。
　また、東京都江東区との間で、災害時における区内の点検を担当、イン
フラの早期復旧に貢献する「災害時における無人航空機（ドローン）を活用
した支援協力に関する協定」を締結しました。

フライトの様子

水管橋点検
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https://ir.mirait.co.jp/index.html

▼詳しい財務情報は当社IRサイトよりご覧いただけます。
連結財務諸表データ

2020年9月末

自己資本
2,170

自己資本比率
67.9％

資産
3,197

負債
984

工事未払金等 447
有利子負債    109

（内借入             2）
（内リース債務 106）

（内訳）
資本金          70
資本剰余金   694
利益剰余金 1,382
自己株式      △13
非支配株主持分 42

純資産
2,212

2020年3月末

負債
1,334

工事未払金等 587
有利子負債    278

（内借入         167）
（内リース債務 109）

（内訳）
資本金           70
資本剰余金   693
利益剰余金1,355
自己株式      △13
非支配株主持分  32

純資産
2,187

資産
3,521

（内訳）
流動資産 2,257
現預金等 335
完成工事未収入金等 1,475
未成工事支出金等 327
固定資産 1,264
有形固定資産 825
無形固定資産 67

（内訳）
流動資産 1,952
現預金等 404
完成工事未収入金等 1,020
固定資産 1,245
有形固定資産 834
無形固定資産  72

連結損益計算書のポイント 連結貸借対照表のポイント

　総資産は、完成工事未収入金等の売掛債権が減少し
たことなどにより3,197億円となりました。
　負債は、工事未払金等や短期借入金が減少したこと
などにより984億円となりました。
　純資産は、利益剰余金の増加などにより2,212億円
となりました。
　この結果、自己資本比率は67.9％となりました。

Point 資産、負債及び純資産の状況

連結キャッシュ・フロー計算書のポイント

連結キャッシュ・フローの推移 単位：億円

　未成工事支出金の増加はあったものの、売上債権の減少な
どにより274億円の増加となりました。

Point 営業活動によるキャッシュ・フロー

2020年3月期

期末残高

316

2021年3月期
第2四半期実績

期末残高

385

財務活動

現金同等物に
係る換算差額

△196

△2

営業活動

+274

投資活動
△6

（注）期末残高は現金及び現金同等物

売上高の推移 単位：億円

2020年3月期
第2四半期実績

2021年3月期
第2四半期実績

NTT
マルチキャリア

ICT

環境・社会

●楽天工事全国展開
●CATV工事の増加
▲一部工事の遅れ

●設備運営業務の増加
●アクセス工事の増加

●国内LAN・Wi-Fi工事の増加
●物販の増加
●ソフト開発の完成
▲ラントロビジョンの減収

1,917

1,829

△7

+56

+11

+26
●空調・上下水道工事の増加
▲メガソーラー工事の減少

　売上高はNTT設備運営業務の増加や、楽天工事全国
展開に加え、空調・上下水道工事や、物販の増加、大手電
機販売店向けのソフト開発の完成などにより、1,917億円

（前年同期比88億円増）となりました。
　営業利益は、売上高拡大や業務効率化の推進により
67億円（同18億円増）となりました。

Point 連結業績について

●は増加要因
▲は減少要因

連結貸借対照表 単位：億円

営業利益の推移 単位：億円

●は増加要因
▲は減少要因

2020年3月期
第2四半期実績

2021年3月期
第2四半期実績

売上増
販管費

67
49

+0+9
+9

●販管費率0.3％減少

●工事総利益率0.5％上昇

　短期借入金の返済などにより196億円の減少となりました。
Point 財務活動によるキャッシュ・フロー

　投資有価証券の売却による収入等があったものの固定資産
の取得などにより6億円の減少となりました。

Point 投資活動によるキャッシュ・フロー
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　当社は、株主に対する利益還元につきましては、経営の最
重要課題のひとつとして位置付けており、安定配当の継続、健
全な財務体質の維持ならびに資本効率の向上等も視野に入
れて決定することを基本方針としております。
　これに加え、本年10月には創立10周年を迎え、株主の皆様
の長らくのご支援に感謝するとともに、最近の業績動向等を総
合的に勘案した結果、当期の中間配当金につきましては、1株
当たり2円50銭増配し、22円50銭とさせていただきました。
　なお、期末配当金につきましても、1株当たり2円50銭増配
の22円50銭を予定しており、これによる年間配当金は45円
となる予定です。

株式の状況
発行可能株式総数 330,000,000株

発行済株式総数 108,325,329株
（うち、自己株式の数481,345株）

株主数（自己株式除く） 23,393名

所有者別株式数  （自己株式除く）

●金融機関
38,662,269株

（35.8%） 合計
107,843,984株

（100%）

大株主  （上位10名）

※1.持株比率は当社所有の自己株式（481,345株）を控除して計算しております。
　2.持株数は百株未満を切り捨て、持株比率は小数点第2位未満を四捨五入して表示しております。

株主名 持株数（百株） 持株比率（％）
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 105,566 9.79 
住友電気工業株式会社 95,605 8.87 
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 83,763 7.77 
住友電設株式会社 24,886 2.31 
株式会社日本カストディ銀行（信託口9） 21,896 2.03 
ミライト・ホールディングス従業員持株会 19,363 1.80 
J. P.  MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 1300000 18,093 1.68 
株式会社日本カストディ銀行（信託口5） 16,778 1.56 
JP MORGAN CHASE BANK 385781 14,495 1.34 
GOVERNMENT OF NORWAY 13,463 1.25 

●その他の国内法人
18,769,181株

（17.4%）

●外国法人等
24,976,061株

（23.2%）

●個人・その他
23,835,301株

（22.1%）

●金融商品取引業者
1,601,172株

（1.5%）

●配当金について

2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期
（予想）

1株当たり 
年間配当金 35円 40円 40円 45円

配当性向 24.1% 23.6% 26.7% 30.3%

株式会社ミライト
設立年月 1944年12月 資本金 5,610百万円

本店所在地 東京都江東区豊洲5丁目6番36号 従業員数 5,329名

株式会社ミライト・テクノロジーズ
設立年月 1960年6月 資本金 3,804百万円

本店所在地 大阪府大阪市西区江戸堀３丁目３番１５号 従業員数 3,096名

Lantrovision（S）Ltd
設立年月 1992年6月 資本金 59百万シンガポールドル

本店所在地 シンガポール共和国 従業員数 1,019名

株式会社TTK
設立年月 1955年2月 資本金 2,847百万円

本店所在地 宮城県仙台市若林区新寺1丁目2番23号 従業員数 1,088名

株式会社ソルコム
設立年月 1947年4月 資本金 2,324百万円

本店所在地 広島県広島市中区南千田東町2番32号 従業員数 1,560名

四国通建株式会社
設立年月 1949年3月 資本金 450百万円

本店所在地 愛媛県今治市南大門町一丁目1番地の15 従業員数 657名

会社概要
商号 株式会社ミライト・ホールディングス　　

英文表記：MIRAIT Holdings Corporation
設立 2010年10月1日
本店所在地 〒135-8111 東京都江東区豊洲5丁目6番36号
電話 03-6807-3111 (代表)
資本金 7,000百万円

事業内容 電気通信工事、電気工事、土木工事、建築工事及びこれらに
関連する事業を行うグループ会社の経営管理等

上場証券取引所 東京証券取引所（市場第一部）
決算期 3月31日
連結子会社数 79社
従業員数（連結） 12,851名

役　員
代表取締役社長 中山　俊樹
取締役 山本　康裕
取締役 遠竹　泰
取締役 塚本　雅一
取締役 青山　幸二
取締役 平原　敏行
取締役 五十嵐　克彦
取締役（社外） 馬場　千晴
取締役（社外） 山本　眞弓
取締役相談役 鈴木　正俊
常勤監査役 桐山　学
常勤監査役（社外） 関　裕
監査役 細川　雅由
監査役（社外） 石川（勝丸）　千晶

主なグループ会社

ミ
ラ
イ
ト・ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

会社情報／株式情報  （2020年9月30日現在）

期末配当

中間配当 15円

20円

20円

20円

20円

20円
45円

22円
50銭

22円
50銭

1株当たりの配当額
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本社所在地：〒135-8111  東京都江東区豊洲5-6-36　
電話：03-6807-3111（代表）　URL：https://www.mirait.co.jp/

環境保全のため、
植物油インキを使用して
印刷しています。

株主メモ

単元（１００株）未満株式の買取・買増請求について
単元未満株式につきましては、証券市場で売買することはできませ
んが、以下の方法により整理していただくことができます。

【単元未満株式の買取請求】
当社に対し、ご所有の単元未満株式の市場価格による買取を請求

することができます。

【単元未満株式の買増請求】
当社に対し、単元株式に不足する株式数の市場価格による買増し

を請求し、ご所有の単元未満株式と合わせて１００株にすることがで
きます。

毎年３月31日現在の当社株主名簿の記録により、同一株主番号で
100株以上を１年以上保有していることが確認できる株主様を対象
にQUOカードの贈呈（毎年７月下旬頃発送）または同等額の社会貢献
活動団体（公益財団法人スペシャルオリンピックス日本）への寄付をお
選びいただけます。

所有株式数
継続保有期間 100株以上 1,000株以上

1年以上 1,000円
2,000円

3年以上 3,000円

（注１） 継続保有期間の判定は、３月31日を基準とさせていただきます。
　　・ １年以上保有とは、株主名簿（毎年９月30日及び３月31日）に100株以上の

保有が同一株主番号で３回以上連続して記録されたことをいいます。
　　・ ３年以上保有とは、株主名簿（毎年９月30日及び３月31日）に100株以上の

保有が同一株主番号で７回以上連続して記録されたことをいいます。
（注２） 相続、株主名簿からの除籍等により株主番号が変更になった場合は、変更後

の株主番号において継続して保有した期間により判定いたします。
（注３） 株主優待のご案内と申込書については、定時株主総会の招集ご通知に同封

しお送りいたします。

単元未満株式を証券会社の口座でご所有の株主様と特別口座でご
所有の株主様とでは、お申し出先が異なります。下記「ご注意」をご
参照ください。

株主優待制度について

ご注意
1. 証券会社に口座を開設されている株主様の住所変更、買取及び買

増請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設され
ている証券会社で承ることとなっております。株主名簿管理人（三菱
ＵＦＪ信託銀行）ではお取り扱いできませんのでご注意ください。

2. 特別口座でご所有の株式に関する各種お手続きにつきましては、三
菱UFJ信託銀行にお問合せください。なお、三菱UFJ信託銀行全国
各支店でもお取次ぎいたします。

3. 未受領の配当金につきましては、三菱ＵＦＪ信託銀行本支店でお支払
いいたします。

社会貢献活動団体への寄付のご報告
2020年7月に贈呈の株主優待分につきましては、422名の
株主の皆様よりお預かりいたしました総額761,000円を公
益財団法人スペシャルオリンピックス日本に寄付させていた
だきました。ご賛同いただきました株主の皆様に、心より御
礼申し上げます。

事業年度 ４月１日から翌年３月３１日まで

期末配当金受領株主確定日 ３月３１日

中間配当金受領株主確定日 ９月３０日

定時株主総会 毎年６月

株主名簿管理人及び
特別口座の口座管理機関 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

同連絡先

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部
東京都府中市日鋼町1-1
ふ 0120-232-711（通話料無料）
ＵＲＬ：https://www.tr.mufg.jp/daikou/

公告の方法

電子公告により行います。
公告掲載ＵＲＬ：https://www.mirait.co.jp/

（ただし、事故その他やむを得ない事由によって
電子公告による公告ができない場合は、日本経済
新聞に公告いたします。）

HPはこちらから
ご確認ください。→
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